
サッカー公式記録作成のために 
 

記録員１ 記録員２ 記録員３ 

両チームのスターティングメ

ンバーを記入 

※今大会では、交代選手は交代

時に記入（試合前に記入はしな

い） 

メンバー用紙の読み上げをし

ながら、記録員１の記入の補助 

マネージャーズミーティング

終了後に両チームのメンバー

用紙を記録本部へ持参→記録

員１が記入 

審判の記入 

天候の記入 

気温の記入 

風の記入 

状態（ピッチ状態）の記入 

観客数の記入 

ピッチ状態の決定→記録員１

が記入 

※「全面良芝」「一部不良」「不

良」／「乾燥」「水含み」「水浮

き」 

 

気温の測定→記録員１が記入 

※温度計を使って、キックオフ

15 分前のピッチレベルでの気

温を測定 

 

気温の測定中に観客数のカウ

ント→50 人単位で記録員１に

報告 

天候の決定→記録員１が記入 

※「晴」「曇」「雨」「雪」「屋内」

／「曇時々雨」「晴のち曇」 

 

風の決定→記録員１が記入 

※「強」「中」「弱」「なし」の４

段階 

 

前半キックオフ 

（時計①②同時にスタート） 

 

  

・時計①ランニングタイム用 

（前半キックオフ～前半終了／PK 方式の場合は PK 方式の終了まで）→[試合所要時間]の欄に記入 

・時計②ハーフ用 

（前半キックオフ～前半終了）→[試合時間]の前半の欄に記入→記入後、リセット 

（後半キックオフ～後半終了）→[試合時間]の後半の欄に記入→記入後、リセット 

（延長前半キックオフ～延長前半終了）→[試合時間]の延長前半の欄に記入→記入後、リセット 

（延長後半キックオフ～延長後半終了）→[試合時間]の延長後半の欄に記入 

 

 

 

 

 

第５２回東北高等学校サッカー選手権大会（H22.6.18～21）で使用 



得点欄の記入（時間、チーム、

得点者、アシスト、経過） 

①アシスト前＋②アシスト＋③シュート（S右足･S 左足･HS･OG）

の背番号とパスの種類を確認→記録員１が記入 

※予想通りにゴールが決まらないことが多いので、記録員２と

記録員３で同時にシュートまでの軌跡を追う。 

記録員１は以下の表現を用いて

得点記録を作成する 

日本語 英語 説明 

直接 FK Direct FK 直接フリーキック 

間接 FK Indirect FK 間接フリーキック 

PK Penalty K. ペナルティーキック 

右 CK Right CK 攻撃側から見て、右サイドからのコーナーキック 

左 CK Left CK 攻撃側から見て、左サイドからのコーナーキック 

GK GK ゴールキック 

スローイン Throw In スローイン 

こぼれ球 Fumbled こぼれ球 

× × 混戦 

ポスト返り Post Reb. ゴールポストに当たった跳ね返り 

バー返り Bar Reb. ゴールバーに当たった跳ね返り 

～ ～ ドリブル 

→ → グラウンダーのパス（ゴロパス） 

↑ ↑ 浮き球パス 

H H ヘディング（パス） 

右足 S S(R.F.) 右足でのシュート 

左足 S S(L.F.) 左足でのシュート 

HS S(H) ヘディングシュート 

S S 足、頭以外の部位でのシュート 

オウンゴール OWN GOAL 守備側プレーヤーによる得点（オウンゴール） 

【記入例】 

① 10～右足 S ／10 番ドリブル右足でシュート、ゴールイン 

② 11→10→9 左足 S ／11 番グラウンダーパス、10 番ワントラップでグラウンダーパス、9 番左

足でシュート、ゴールイン 

③ 10↑9HS ／10 番浮き球でのパス、9 番ヘディングシュート、ゴールイン 

④ 10(CK)→9～↑8S ／10 番コーナーキック、グラウンダーパス、9番ドリブル浮き球パス、8 番

胸でのシュート、ゴールイン 

⑤ 10 右足 S(PK) ／10 番 PK 右足でシュート、ゴールイン 

⑥ 10 右足 S(直接 FK)(相手 GK 跳ね返り)×8 右足 S ／10 番直接フリーキックシュート、相手 GK

に当たって跳ね返り、混戦、8 番右足でシュート、ゴールイン 

⑦ 10～右足 S(バー返り)9～左足 S(相手 FP)オウンゴール ／10番ドリブルから右足でシュート、

バー跳ね返り、9 番ドリブル左足でシュート、相手守備側プレーヤーに当たって大きく方向が

変わる、ゴールイン 

 

 



記録員１ 記録員２ 記録員３ 

シュート、GK、CK、直接 FK、間

接 FK（オフサイド含む）、PK を

記録 

 

Ａチーム（ベンチ左側）のシュ

ート（背番号）、直接 FK、間接

FK、CK、GK、PK を確認→記録員

１が記入 

Ｂチーム（ベンチ左側）のシュ

ート（背番号）、直接 FK、間接

FK、CK、GK、PK を確認→記録員

１が記入 

選手交代の時は… 

① OUT の選手の欄に OUTの時

間を記入（IN の番号は不要） 

② IN の選手の欄に OUT の選

手番号を記入（時間は不要） 

選手交代の時は… 

OUT が何番なのかを確認→ 

記録員１が OUT の選手の欄に

OUT の時間を記入 

選手交代の時は… 

IN が何番なのかを確認→ 

記録員１が IN の選手の欄に

OUT の選手の番号を記入 

警告・退場があった時は… 

警告・退場の欄に時間・背番号・

選手名・理由を記入 

警告・退場があった時は… 

当該選手が何番なのかを確認＆理由も確認→ 

記録員１が警告・退場の欄に時間・背番号・選手名・理由を記入 

※当該選手が複数の場合があるので、記録員二人で確認 

時間記入のルール 

① 得点、選手交代、警告・退場の時間は切り上げで表示 

前半 12 分 30 秒の出来事→13 分と表示 

後半 15 分 30 秒の出来事→51 分と表示（前半 35 分＋後半 15 分 30 秒） 

※前半アディショナルタイム分はカウントせず→時間は切り上げ 

 

② ハーフタイムの出来事は「HT」 

 

③ アディショナルタイム 

35 分ハーフの試合では、前半 36 分 30 秒の出来事は 35＋2 分（前半 35 分＋1分 30 秒）、 

後半 38 分 30 秒の出来事は 70＋4 分（前半 35 分＋後半 35 分＋3分 30 秒）→時間は切り上げ 

 

④ 延長前半 5分 30 秒の出来事は 76 分（前半 35 分＋後半 35 分＋5分 30 秒） 

※前半アディショナルタイム分はカウントせず 

 

⑤ 後半終了から延長前半の間の出来事は「延長前半開始前」 

 

⑥ 後半終了から延長前半の間の出来事は「延長前半開始前」 

 

⑦ 試合終了後の出来事は「試合後」 

試合終了後、公式記録の確認 

① スコア記入 

② シュート数、GK、CK、直接

FK、間接 FK、PK の合計の

記入 

③ 試合所要時間の記入 

警告・退場があった場合は、試

合終了後すぐに主審に時間・当

該選手・理由の確認をする→記

録員１へ報告、記入 

公式記録作成後、マッチコミッ

ショナー、主審及び運営責任者

の署名をもらう→記録責任者

へ提出→田谷（デジタルデータ

作成） 


